
南房総市 【様式第1号】

全体財務書類 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 99,005,931   固定負債 34,377,437

    有形固定資産 71,903,396     地方債等 25,247,730

      事業用資産 35,579,539     長期未払金 67

        土地 6,836,704     退職手当引当金 6,637,294

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 56,440,051     その他 2,492,345

        建物減価償却累計額 -29,169,264   流動負債 4,465,042

        工作物 5,121,036     １年内償還予定地方債等 3,693,178

        工作物減価償却累計額 -4,045,749     未払金 410,979

        船舶 3,339     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,876     前受金 58

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 259,439

        航空機 -     預り金 97,574

        航空機減価償却累計額 -     その他 3,813

        その他 - 負債合計 38,842,478

        その他減価償却累計額 - 【純資産の部】

        建設仮勘定 395,298   固定資産等形成分 104,067,762

      インフラ資産 34,981,851   余剰分（不足分） -35,276,610

        土地 407,223   他団体出資等分 -

        建物 1,370,517

        建物減価償却累計額 -684,250

        工作物 90,319,160

        工作物減価償却累計額 -58,018,046

        その他 3,647,964

        その他減価償却累計額 -2,501,062

        建設仮勘定 440,345

      物品 2,973,520

      物品減価償却累計額 -1,631,514

    無形固定資産 42,891

      ソフトウェア 32,480

      その他 10,411

    投資その他の資産 27,059,644

      投資及び出資金 6,176,893

        有価証券 41,900

        出資金 6,134,993

        その他 -

      長期延滞債権 660,730

      長期貸付金 140,457

      基金 20,112,251

        減債基金 5,316,260

        その他 14,795,990

      その他 -

      徴収不能引当金 -30,687

  流動資産 8,627,699

    現金預金 3,107,865

    未収金 442,986

    短期貸付金 16,883

    基金 5,044,947

      財政調整基金 5,044,947

      減債基金 -

    棚卸資産 27,169

    その他 -

    徴収不能引当金 -12,151

  繰延資産 - 純資産合計 68,791,151

資産合計 107,633,630 負債及び純資産合計 107,633,630

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



南房総市 【様式第2号】

全体財務書類 （単位：千円）

    資産売却益 -

    その他 22,977

純行政コスト 29,271,125

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 21

  臨時利益 22,977

  臨時損失 21

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    使用料及び手数料 1,591,927

    その他 873,713

純経常行政コスト 29,294,081

      社会保障給付 2,096,562

      その他 7,346

  経常収益 2,465,640

        その他 269,735

    移転費用 18,148,132

      補助金等 16,044,224

      その他の業務費用 658,914

        支払利息 347,443

        徴収不能引当金繰入額 41,736

        維持補修費 813,410

        減価償却費 3,331,451

        その他 9,571

        その他 427,962

      物件費等 8,353,489

        物件費 4,199,058

        職員給与費 3,875,356

        賞与等引当金繰入額 254,536

        退職手当引当金繰入額 41,333

  経常費用 31,759,721

    業務費用 13,611,590

      人件費 4,599,186

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額



南房総市 【様式第3号】

全体財務書類 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 56,663,908 92,970,679 -36,306,772 -

  純行政コスト（△） -29,271,125 -29,271,125 -

  財源 31,234,433 31,234,433 -

    税収等 23,905,407 23,905,407 -

    国県等補助金 7,329,025 7,329,025 -

  本年度差額 1,963,307 1,963,307 -

  固定資産等の変動（内部変動） 937,366 -937,366

    有形固定資産等の増加 706,255 -706,255

    有形固定資産等の減少 -450,240 450,498

    貸付金・基金等の増加 356,254 -681,610

    貸付金・基金等の減少 325,097 -

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 42,447 42,447

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -223,903 -36,589 -187,314

  本年度純資産変動額 1,781,851 943,224 838,627 -

本年度末純資産残高 58,445,759 93,913,904 -35,468,145 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



南房総市 【様式第4号】

全体財務書類 （単位：千円）

前年度末歳計外現金残高 86,007

本年度歳計外現金増減額 11,544

本年度末歳計外現金残高 97,552

本年度末現金預金残高 3,107,865

財務活動収支 -1,556,657

本年度資金収支額 -249,270

前年度末資金残高 3,259,583

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 3,010,313

    地方債等償還支出 3,523,374

    その他の支出 -4,217

  財務活動収入 1,962,500

    地方債等発行収入 1,962,500

    その他の収入 -

    資産売却収入 21,636

    その他の収入 -

投資活動収支 -2,625,238

【財務活動収支】

  財務活動支出 3,519,157

    その他の支出 -

  投資活動収入 1,377,955

    国県等補助金収入 1,087,834

    基金取崩収入 268,485

    貸付金元金回収収入 -

  投資活動支出 4,003,192

    公共施設等整備費支出 1,576,704

    基金積立金支出 2,338,096

    投資及び出資金支出 88,393

    貸付金支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 21

  臨時収入 47,797

業務活動収支 3,932,624

【投資活動収支】

    税収等収入 23,788,208

    国県等補助金収入 6,230,577

    使用料及び手数料収入 1,611,012

    その他の収入 583,489

  臨時支出 21

    移転費用支出 18,148,132

      補助金等支出 16,044,224

      社会保障給付支出 2,096,562

      その他の支出 7,346

  業務収入 32,213,285

    業務費用支出 10,180,306

      人件費支出 4,560,386

      物件費等支出 5,029,064

      支払利息支出 347,443

      その他の支出 243,412

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額

【業務活動収支】

  業務支出 28,328,438


